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～私たちの願いは、地域の皆様の｢安心な老後生活｣の実現です～

特定医療法人 好文会
Specific medical corporation koubunkai

新年のご挨拶
あけましておめでとうございます。
昨年中は地域の皆様に私たち特定医療法人好文会をご利用いただきまして誠にありがとうござ
いました。また、法人にかかわる事業者の皆様には大変お世話様になりまして誠にありがとうご
ざいました。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
皆様もご承知の通り、昨年は春から新型コロナウイルス感染拡大が広がり、現在も猛威を振る
っています。皆様も楽しみにしていたでしょう東京オリンピック･パラリンピックも延期となり、
今年予定通り開催できるのかはっきり分からない厳しい状況が続いております。皆様もこれまで
と異なる日常生活に戸惑い、忍耐を強いられ、これがいつまで続くのかと不安に感じておられる
ことと思います。私たち好文会も例年、地域の皆様へ感謝の気持ちを表し、親睦をはかる場、チ
ャリティー事業として開催していた好文会祭を中止した他、地域講演会や、物故者供養の会、ク
リスマスコンサートなど地域の皆様に向けた行事を延期や中止とさせていただきました。
私たち好文会は慢性期高齢者医療、介護を中心に診療や介護を行っているため、新型コロナウ
イルス感染症が発生すると重症化する方や亡くなる方が出るリスクが高いと考えられます。医療
機関や介護施設のクラスター発生がこのところ目立ちますし、深谷でも感染者が増えてきていま
す。感染のリスクが身近に迫った感があります。法人内施設に感染者が出ると、クラスターにな
る危険がとても高いと注意しております。入院患者様、施設入所者様やそのご家族の皆様には面
会制限を継続して行っており大変申し訳なく思っておりますが、感染予防の観点から、どうかご
理解をいただければと思っております。
これまでもコロナウイルス感染予防に厳重に注意を払い、診療、介護に努めてまいりました。
長期化する経験のないストレスの中で職員も心身の疲労が蓄積しているものと思いますが、頑張
ってくれております。今後も職員一同注意を払って参りたいと思います。海外ではワクチン接種
が始まったと聞きます。私たちも早く、有効なワクチン接種が開始できるように期待しています。
新型コロナウイルス感染症が終息し、安心ないつもの日常が一日でも早く戻ることを願っており
ます。
最後になりましたが、地域の皆様のご健康とご多幸を願い、新しい年が地域の皆様にとって素
晴らしい年でありますことを祈念いたしまして新年のご挨拶とさせていただきます。

特定医療法人 好文会 理事長
あねとす病院 院長

門倉 由幸

老健アルメリア
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冬こそおでん！

素敵なクリスマス

元気に餅つき！

午前中からおでんの良い匂
いがしていました。玉子の殻を
剥くのは大変だけど、皆さまが
楽しみにしていることを思え
ば何のその！大根もじっくり
煮てしっかり味が染みていま
した。

職員のマジックショー、ハン
ドベルを行ない、利用者さまと
[愛燦燦]を合唱しました。お一
人おひとりの写真アルバムを
プレゼントし、おやつにはイチ
ゴのショートケーキ！大変喜
んでいただけました。

令和2年の締めくくりに餅つ
き大会を行ないました。臼と杵
を使って｢よっこいしょ！｣。
できたての柔らかいお餅を
からみ餅とあんこ餅にして、皆
さまに召し上がっていただき
ました。

介護×リハビリテーションの連携
老健アルメリア(リハビリ)
ゆかりの家

好文会では、ゆかりの家･あね
とすデイサービストレーニン
グセンター･あねとす生きいき
デイサービス上柴の各事業所
と、老健アルメリアが連携して
｢生活機能向上連携加算｣を算
定しています。
｢生活機能向上連携加算｣とは、

ゆかりの家
あねとすデイサービストレーニングセンター
あねとす生きいきデイサービス上柴
あねとすデイトレ

② 事業所の機能訓練指導員等
の職員が、個別機能訓練計画に
沿って訓練を実施。
③ 3ヶ月毎にリハビリスタッ
フと進捗状況を評価し、必要に
応じて内容を見直す。

生きいきデイ

訓練等を通じて個々の利用者
さまへ還元します。リハビリの
専門家からの的確なアドバイ
スによって訓練の質や効率が
アップし、利用者さまの生活が
より良いものになることが期
待できます。
好文会では、いつまでもその方
らしく在宅生活が継続できる
よう、自立支援･重度化防止に
法人全体で連携して取り組ん
でいます。

① 理学療法士･作業療法士な
どのリハビリスタッフが事業
所に訪問し、共同で個別の機能
訓練計画を作成。

といった要件を満たし、算定で
きる加算です。
医療職であるリハビリスタッ
フが各事業所の機能訓練指導
員等に対し定期的に指導を行
って介護技術向上を図り、機能

恒例！焼きサンマ

ネイル&マッサージ

買い物イベント

アルメリア秋の恒例！サン
マ焼きイベントを行ないまし
た。サンマは今や高級魚！？贅
沢に炭火で焼き、匂いも良く、
皆さまからも焼き立ては美味
しいと大変好評でした。今年は
大漁だと嬉しいですね！

リラックス効果のあるアロ
マオイルやホットパックを使
ったマッサージを行ないまし
た。その後お好きなネイルの色
をお選びいただき、爪のお化粧
も行ないました。気持ち良かっ
たと好評でした。

久しぶりの買い物イベント。
密にならないよう、少人数制で
行ないました。思うように外出
できない中、皆さまゆっくりと
買い物を楽しまれていました。
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老健アルメリア

喫茶でクリスマス！

[福だるま]を作りました

クリスマスに喫茶店イ
ベントを行いました。2種
類のケーキと飲み物から
お好きな物を選んでいた
だきます。サンタ帽子で気
分も盛り上がりました。

ユニットのミニイベン
トでだるま作りを行ない
ました。来年も元気に過ご
せるよう願いをこめまし
た。一つひとつ表情の違っ
ただるまは個性たっぷり。

あねとす病院
新任医師紹介
昨年10月よりあねとす病院
でお世話になっております。
私もいろいろと病院勤務を
行って、患者様と共に自分も
年老いてゆく過程で、専門分
化した病院診療がどうも違うぞ
といった感じを抱くようになりま
訪問診療科
した。病気と言えば確かにそう
く ろ き
も と お
でし ょ うが 、ご 高齢者 の場合
黒木 基夫医師 は、病気といったことよりも、お
年を召されたことによる全体的な変化、機能的な低下
が問題なのであって、むしろ生活面よりみんなで支えて

訪問診療科
かきぬま

ともひこ

2020年11月より毎週
火曜日に勤務させていた
だくことになりました柿沼
智彦と申します。患者さ
んとご家族の皆さんに少
しでもお役に立てるように
がんばりたいと思います。
よろしくお願いします。

柿沼 智彦医師
よろしくお願いいたしま
す。

一般内科
つばきさか

ひ で き

椿坂 英樹医師
4

ゆくといった側面が強くなると思われます。医師もそうい
った面をしっかり自覚して全体的な対応、身体面ばか
りでなく、精神的にもサポートできるような対応が必要
と考えます。
人である以上、何時かはお迎えの時期が来ますが、
それまでご本人が嫌な思いをせずに気持ちよく日々を
過ごせることが目的と考えても良いでしょう。そのために
は従来の病院医療のように追い詰めるような対応は避
けたいものですが、これはご家族がどう考えるかも問題
となります。どなたも年を取りますし、そういったご家族を
抱えています。私も例外ではありません。医療者ばかり
でなく、みんなが考えて、ご高齢者が気持ちよく余命を
過ごされるような対応をみんなで考えてゆきたいと思っ
ています。

Post-corona

ポストコロナ、新しい日常。

当院は、
日本医師会が発行する｢新型コロナウイルス感
染症等感染防止対策実施医療機関 みんなで安心マーク｣
を取得しています。
患者さまが安心して受診できるよう、感染防止対策を
徹底している医療機関に対し発行されているものです。

あねとすデイサービストレーニングセンター
ディズニー･ハロウィン！

手打ち蕎麦に舌鼓

10月下旬、デイトレで
はハロウィンイベントを
行いました。
職員がそれぞれディズ
ニープリンセス等に仮装
して登場！普段と違う職
員の姿に｢誰だかわから
なーい｣といった感じで、
驚かれていました。なか
なか思うようにイベント
も開催できない中、手作
りの催しで職員も利用者
さまも笑顔いっぱいの楽
しい時間となりました。

手打ち蕎麦イベントを開催いたしました。
今回蕎麦打ちを披露してくださったのは、サ
ッカーの｢キング･カズ｣こと三浦知良選手の担
当調理人を務めている方です。｢一鉢二延し三包
丁｣とは手打ち蕎麦の手順を現した言葉で、スピ
ードが大事だそうです。とても手際良く、見事
な技を披露していただきました。また、ご希望
の方に蕎麦打ち体験もさせていただきました。
職人さんこだわりのお蕎麦はとても美味し
く、皆さま大満足でした。

年の初めはあねとす神社へ
清らかなベルが鳴り響く…
12月24･25日、クリスマスイベントを行いまし
た。制限のある中ではありますが、職員から利
用者さまへ日頃の感謝を込めて…ハンドベル演
奏と手作りマスクカバーのプレゼントです。ハ
ンドベルではアンコールにお応えしてもう一
曲！2021年が良い年になりますように…と皆で
メリークリスマス！
・
昼 食 メニ ュ ーは [ 大
・・・
人さまランチプレー
ト]！美味しくて盛り
沢山のプレートは大好
評でした。

1月5日、新年ということで職員手作りの[あね
とす神社]にご参拝いただき、おみくじを引いて
いただきました。宮司さんは所長です！
皆さま、丁寧に手を合わせてお参りされ、所
長宮司もご多幸を心からお祈りさせていただき
ました。金運や恋愛運アップと書かれたおみく
じを手に、皆さまの笑顔が沢山見られたお正月
でした。

5

訪問看護リハビリ×看護の協働
あねとす訪問看護ステーション
あねとす訪問看護ステーシ
ョンは、2016年の開設以来、地
域に根差した訪問看護サービ
スをご提供しています。2018
年からは理学療法士(PT)･作業
療法士(OT)によるリハビリテ
ーションサービスも開始し、昨
年4月からは専従のPT2名体制
となったことでリハビリの依
頼を受けられる枠がさらに広
がり、より多くの方のサポート
ができるようになりました。
訪問看護でのリハビリやPT
と看護師の連携について、スタ
ッフに聞いてみました！
乙川 昨年4月よりお世話になっ
ているPTの乙川です。あねとすに
来る前は他地域の訪問看護ステ
ーションに勤めていました。そこ
ではご高齢の方だけでなくお子
さまや神経難病の方にも関わら
せていただきました。
江口 一昨年の4月からこちらに
勤めているPTの江口です。以前は
他県の一般病院で訪問リハビリ
テーションに従事していたほか、
地域の介護予防事業などに携わ
っていました。

あねとす訪問看護ステーション

江口 武史(理学療法士)
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小礒 あねとす訪問看護ステー
ションで管理者をしている看護
師の小礒です。2人には当事業所
のリハビリを充実させるために
尽力してもらっています。おかげ
さまで昨年はリハビリの依頼も
大幅に増えました。
私達がサービスをご提供する
際は、利用者さまとご家族からの
ご意見･ご要望と、それぞれの職
種の視点で必要と考えられる支
援内容を組み合わせて｢訪問看護
計画｣を立て、それに基づいて取
り組んでいきます。スタッフは
日々お互いに利用者さまの情報
を共有し、サービスの向上に努め
ています。
江口 リハビリと聞くと、病院や
老健などの施設で行うものとイ
メージされる方も多いのではな
いでしょうか。病院等では主に身
体の機能や能力を向上させるた
めのリハビリを行っています。し
かし、病院や施設からご自宅に戻
られた時は病気やケガで身体機
能が変化しているため、その時の
状態に合わせた環境を整える必
要があります。例えばベッドの向

きや家具の配置、福祉用具の選定
などを専門家の視点で検討し、利
用者さま･ご家族にご提案しま
す。新たな環境でその方らしい生
活ができるよう支援させていた
だくのです。病院等では｢できる
ことを増やす(=身体機能･能力の
向上)｣を考えますが、ご自宅では
今のお身体と住環境で｢どうやっ
たらできるか(=今持っている能
力を活用する)｣という視点で考え
ていきます。
乙川 現在ステーションで訪問

あねとす訪問看護ステーション

乙川 さやか(理学療法士)

させていただいている約100名の
利用者さまのうち、リハビリをご
提供させていただいている方は4
割程です。2人でそれぞれ担当を
受け持っていますが、月に複数回
ご利用されている方もおります
ので、互いの利用者さまについて”
自分のときはこんなご様子だっ
た””次回はここに注意した方がい
い”などの情報も日々共有してい
ます。全体会議など時間や場所を
決めて行うものもありますが、訪
問後に事業所に戻った時やお昼
休憩の時など、情報交換の多くは
ちょっとした時間を有効に活用
しています。看護師との連携も同
様に、スタッフ全員自然と行って
います。
小礒 さらに当法人では訪問診
療も行っていますので、看護師･

PTの視点に加え医師に相談やア
ドバイスをもらうこともできま
す。訪問診療科とは日常的な情報
交換のほか月1回会議を行ってお
り、利用者さまのご様子を報告し
今後の方針や対応方法を検討し
ています。多職種が関わることで
チームとしての支援が可能です。
乙川 これまでステーションで
はあまりご依頼のなかったお子
さまや神経難病の方へのサービ
ス提供も積極的に行っていけれ
ばと考えています。
江口 感染症への対策も万全な
ので、新型コロナウイルスの影響
で外出の機会が減ったり、通所な
どのサービス利用を控えている
方も、在宅で受けられるサービス
をご検討いただければ嬉しいで
す。

小礒 今後もより多くの方に、住
み慣れたご自宅で少しでも長く
過ごせるように支援させていた
だければと考えています！お気
軽にご相談ください！

あねとす訪問看護ステーション 管理者

小礒 景子(看護師)

あねとす訪問看護ステーション 訪問実績
月別の利用件数&内訳(2020年1月～12月)

500件

511 496
95

576 555 559
96

97

416

399

1月

2月

480

3月

105

111

450

448

4月

5月

632 629 620 631
130

502

141

488

140

480

152

479

669
185

484

712
202

510

775

総数

205

リハビリ

570

訪問看護

訪問看護でのリハビリを
利用されている方の
状態･疾患等種別
(2020年4月～12月)

6月

7月

8月

9月

10月 11月

その他

12月

訪問看護師専門研修を行いました！
11月、訪問看護師の専門研修の
一環として、深谷赤十字･小川赤十
字各訪問看護ステーションの訪問
看護師さんが、当ステーションへ
実習にみえました。同じ訪問看護
師として自所との違いを感じ、どのように業務を行なってい
るかなど、お互いに勉強になることがたくさんありました。
あねとすへ実習に来たお二人には、明るくてチームワーク
のある事業所との印象を受けていただけたようです。
今後もステーション同士の連携を大事にしていきます。

難病
ターミ
ナル

内科

4.1

10.2%

%

脳血管

26.5%

10.2%
10.2%
整形

16.3%

廃用

22.4%

あねとす
訪問看護ステーション

Tel.048-

577-4311
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老健あねとす
大ボリュームのケーキ作り！

楽しいクリスマス会

12月中旬にクリスマスケーキ作りを行いまし
た。事前にホットケーキ4枚を作り、2枚ずつ組
み合わせて大きなケーキ台を準備しました。利
用者さまには、生クリームを塗る、フルーツを
挟むなど、仕上げのデコレーションをお願いし、
楽しんでいただきました。
皆で一生懸命作ったケーキの味は格別でし
た。

12月23日にクリスマス会を開催しました。例
年では2階･3階合同ですが、今年は密を避けるた
めにフロア毎で行いました。
演奏会では[きよしこの夜]や[ジングルベル]
を合唱。その後は皆で円になって、お菓子が入
ったプレゼントを交換し合いました。

ゆず湯で風邪知らず！
入浴委員会の企画で、2日間に渡りゆず湯を提
供させていただきました。職員がゆずを持ち寄
って湯船に浮かべると、柑橘特有の香りが感じ
ら れ 、 利用者さまも｢ すご く いい匂いがした
よ！｣と喜ばれていました。

健康を願って新年会
1月6日に新年会を
行いました。職員手作
りの獅子舞が利用者さ
まの頭を噛んで、無病
息災をお祈りしまし
た。また有志によるよ
さこい[よっちょれ]と
二人羽織を行いまし
た。おやつにはお汁粉
を食べ、一日でも早く
穏やかな世の中が来る
よう願いました。

今年の[福祉の心を育む事業]はプレゼント交換！
毎年恒例、地域の小学校との[福祉
の心を育む交流事業]。しかし今年は
コロナ禍もあり、昨年のような小学
生の来訪が難しいため、お互いに作
品を進呈する形式となりました。
施設では9月下旬から製作に入り、
お花紙を丸めて下絵に貼り付け、約
一か月半を経て完成しました。小学
生に贈ることを想いながら、一生懸
命に取り組まれていました。
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ゆかりの家
豪華料理で敬老のお祝い

ゆかり初のハロウィン

敬老を祝して、お祝い膳をライブキッチンで
楽しんでいただきました。目の前で音をたてて
美味しそうな天ぷらが揚がり、高級料亭さなが
らのランチを堪能しました。
敬老の日当日は、免疫力をアップし元気に過
ごせるようにと願いを込めて[小豆とかぼちゃの
おやき]を作りました。記念品も贈呈させていた
だき、皆さまニッコリ。

ゆかりの家初のハロウィ
ンを行いました。仮装小物は
かわいらしいものが人気で
した。
また、メキシコのお祝いで
使われるお菓子が入ったく
す玉[ピニャータ]を作り、皆
で懸命に割りました。お菓子
を貰った皆さま、童心に帰っ
たような満面の笑みでした。

盛大に花火大会
夏の終わり、夕食後に
花火を行いました。いつ
もは早めに就寝される方
も、この日ばかりは暗く
なるのを楽しみにされ、打ち上げ花火に拍手や
歓声が上がりました。

1日限定！居酒屋オープン
11月26日、1日限りの居
酒屋をオープンしまし
た。BBQコンロでの焼き
鳥に炭酸やオレンジなど
のドリンク、ご希望の方
にはノンアルコールビールをご提供しました。
皆で乾杯して楽しいひと時を過ごしました。

大満足のクリスマス会
クリスマスの豪華メニュー
はサンドイッチ、焼きそば、焼
き鳥、フルーツポンチ等々…。
どれから手を付けようか皆さ
ま笑顔で悩んでおりました。
お食事の後は、相談員がサン
タ、家長がトナカイに扮し、車
椅子のソリでお一人おひとり
にお菓子詰め合わせを配って
くれました。心もお腹も一杯に
なりました。
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あねとすホーム上柴/あねとす生きいきデイサービス上柴
清閑なクリスマス

趣ある灯篭が完成！

丑年の大飾り

密を避け、今年はツリー飾り
やサンタの人形作りを楽しみ
ました。クリスマス当日は手作
りケーキを美味しくいただき
ました。

コロナ禍で外出も難しい中、
上柴は制作で忙しい毎日です。
今回は和紙を貼ってきれいな
灯篭を作り、階段に飾って楽し
みました。

丑年にちなみ、新聞紙をちぎ
り固め、大きな丑(牛)の飾りを
時間をかけて作りあげました。
迫力満点の作品が完成しまし
た。

医療・福祉専門学校で就職講話&事業所案内を行いました！
10月13日、[藤仁館医療福祉カレッジ 熊谷校]さまに就職
講話でお邪魔いたしました。
当日は当法人の採用担当のほか、老健あねとすから介護
士長も参加し｢実は凄いんです！介護士って！｣をテーマに
講演もさせていただきました。介護職に就くことになった
きっかけや現場の楽しさ、介護士が利用者さまの生活に関
わることで心が近づき、本人の想い･望みを話してもらえる
ようになることや、その方の人生の終わりに｢幸せだった｣
と感じていただけるようやりがいを持って業務にあたって
いる…等々。熱のこもった語りに、介護実務科の20名の生
徒さんたちも真剣にご聴講してくださいました。
そして嬉しいことに、その場で3名の生徒さんからご見学
希望があり、後日法人事業所をご案内させていただくこと
ができました。コロナ禍の影響で現場をご覧いただくこと
はできませんでしたが、老健あねとす･ゆかりの家の具体的
な業務などについて各担当者よりお伝えさせていただきま
した。
皆さまご参加いただきありがとうございました！好文会
で一緒に働ける日を楽しみにしております！
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特定医療法人 好文会 人事課

Tel.048-573-0064

※2020年12月時点の情報です。

※2020年12月時点の情報です。

vol.1

好文会 パートナー医療機関のご紹介

好文会 パートナー施設のご紹介 vol.1

医療法人 彩寿会

社会福祉法人 はぐくむ会

あさみ医院

特別養護老人ホーム飛鳥の郷

院長

浅見 寿夫先生

施設種別

診療科目 内科･外科･胃腸科･肛門科

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

事業所が提供するその他のサービス
デイサービス

当院は平成5年4月に開業以来、地域のプライマリケアを担うべく一般診療を
行ってきました。生活習慣病の継続管理、季節性疾患の予防と治療、消化器
疾患の検査と加療、外来での外科的治療などが主な診療内容です。
また、かかりつけ医として専門外の疾患の相談を受けることも多く、そうした患
者さんを適切な専門医療機関に紹介し連携することも当院の使命の一つと考
えています。
小さなクリニックだからこそ、受診しやすく何でも相談できることが一番大切と
思いスタッフ一同頑張っています。どうぞよろしくお願いいたします。
診療時間

月

火

水

木

金

土

日

祝

午前

○

○

○

-

○

○

-

-

-

-

午後

受付 8:45～11:45
受付 14:45～18:45

○

※

○

○

-

○

※

○

ショートステイ

居宅介護支援

心ゆくまで自分のペースで食事をする。
お風呂に肩までゆっくりつかる。行きたい
時にトイレに行く。こういった｢当たり前｣のこ
とが、年齢とともに一人ではできなくなって
くるのは避けがたいこと。しかし、『飛鳥の
郷』では、お食事・ご入浴・トイレ、この3つ
の生活の基本について徹底的に考え、そ
れぞれにとっての「当たり前」を実現するた
めに、試行錯誤を繰り返しています。
派手なイベントが多いわけでは決してありませんが、利用者様も、さらには職
員まで、どこかくつろいだ雰囲気です。『飛鳥の郷』のモットーは、「自分が入りた
くなるような施設にしたい」。そのために、職員が安心して楽しみながら働き、こ
の場所を好きになることを大切にしています。こうして生まれる丁寧で安心な時
間が、生活の場に一番求められているものだと考えています。

※毎週火曜日は浅見 真衣子医師の診察になります。火曜日の午後の診療は18時までとなります。
※土曜日の午後の診療は17時までとなります。なお土曜日の午後は臨時休診の場合があります。
※健康診断の受付は、午前中は11時まで、午後は16時までとなります。

📞0485-

定員 110名

84-5565

📞048-

〒369-1244
埼玉県深谷市黒田340-1
駐車場：25台

578-2233

〒369-1109
深谷市上原496番地

好文会では、地域の皆さまが適切に医療･介護を受けることができるよう、医療機関･福祉事業所さまとの連携を進めています。

パートナー事業所について… 連携先事業所の情報は本誌でのご紹介のほか、あねとす病院ロビーに設置したパンフレットで閲覧･お持ち帰りいただけます。

キリトリ線

好文会通信｢Mirai｣第18号 お客様アンケート

アンケートはがきからの

みなさまの

このたびは本冊子をご覧いただきありがとうございます。
よりよい紙面づくりと法人のサービス向上に資するため、
よろしければ下記のアンケートにご協力ください。
Q1. 今号の中で｢面白かった｣｢ためになった｣と感じた内容は
ありましたか？
よろしければ理由もお聞かせください。

ご意見･ご感想などお気軽にお寄せください！
キ
リ
ト
リ
線

あねとす病院
ロビー展示のご紹介

Q2. 現在、医療や介護、福祉や健康などの分野で
ご興味を持たれていることはありますか？

Q3. その他、ご意見･ご感想などご自由にお書きください。

1月の展示
今後の展示予定
2月 江南撮るん会さま 写真展
3月 滝澤 庸典氏 木版画展
4月 川本写真クラブさま 写真展
江南切り絵クラブさま お話切り絵
｢しょじょじのたぬきばやし｣

※各作品はあねとす病院での展示後、
老健アルメリアでの展示も行います。

ご回答ありがとうございました。

vol.15
雑貨店

まちかど

探訪
17

vol.16
おむすび
の会

amairo

vol.17
NPO法人

風林企画

Vol.

今回は、市内で活動
さ れ て い る NPO 法 人
｢風林企画｣様をご紹介します。
障がい等により企業などに就職す
る事が困難な方へ働く場所を提供す
る｢就労継続支援B型｣の事業所で、
代表の新井 和代氏が2017年に設立
しました。障がいをお持ちの方だけ
でなく、引きこもりの方や出産･育児
などで就職が難しい方などへの就労
の機会提供も行っています。利用さ
れている方の年代は70代から20代ま

で幅広く、ご自身のペースで働
ける体制を整えています。
公園やマンションの清掃や古
紙回収を行うほか、農場も経営して
おり、ナスやトウモロコシ、珍しい
ところではパパイヤの生産･販売も
行っています。定期的に深谷市役所
に売りに出ているほか、直売所も設
けられており、どなたでも購入でき
ますよ。またインターネットでの古
物販売も行っているので、思わぬ掘
り出し物が見つかるかも？さらに今
後は、事業所の敷地でフリーマーケ
ット開催も予定しているとのこと。
多岐に渡る展開に今後も注目です！

あねとす病院 診療担当表 [2021年 1月]

前

NPO法人

風林企画

診療時間 ･･･ 9:00～12:00 / 13:30～16:00
月
火
門倉
由幸
髙橋
一夫
内科外来①
[一般内科]
[一般・神経内科]

野菜販売
◆直売所(深谷市櫛挽98-1) 9:00~16:00※土･日･祝定休
◆深谷市役所 毎週金 12:00~12:50頃
※野菜の生産状況によって出店予定が変更となる場合があります。

古物販売

Yahooオークション出品中!

( 受付 8:30～11:30 / 13:15～16:00 )
水
木
金
植木 愛
門倉 憲夫
椿坂 英樹
[一般内科]

[一般内科]

新井 玄

後

整形外科
皮膚科外来

非常勤医師

[認知症外来]
※予約制

[糖尿病]
※第1･3のみ診療

大塚 真

非常勤医師

松丸 聡

門倉 由幸

内科外来

[一般内科]

大塚 真

[一般・神経内科]

整形外科

土
門倉 憲夫

[一般内科]

大塚 真

内科外来②

午

深谷市大谷581-1
TEL.048-598-8862

※通院に便利なお車での無料送迎も行っております。お気軽にお問合せください。

外来診療担当医
診療科目
午

左：新井代表(奥左から2人目)とスタッフの皆さん。
右：パパイヤが実る農場の様子。

[糖尿病]
※第1･3のみ診療

[認知症外来]
※予約制

※第2･4予約制

新井 玄

松丸 聡

群馬大学 皮膚科医

訪問診療担当医
金井 稔
黒木 基夫

植木 愛

門倉 由幸

反町 千里

中村 淳

風間 俊文

柿沼 智彦

キリトリ線

好文会 健康経営宣言

郵便はがき

当法人は、職員が心身ともに健康であることを第一に考え、｢健康経営｣を実践する
ための取り組みを法人、健康保険組合、職員が一体となり推進してまいります。

3 6 6 8 7 9 0

料金受取人払郵便

1.
2.
3.
4.
5.

深谷郵便局
承 認

251
差出有効期間
2021 年
9 月 30 日まで
(切手不要)

(受取人)
埼玉県深谷市人見１９７５番地

健康診断を100％受診します。
従業員の健康課題を把握し、必要な対策を講じます。
従業員の心と身体の健康づくりに取り組みます。
職場のコミュニケーションづくりを推進します。
ワーク・ライフ・バランスを推進します。

特定医療法人 好文会

令和元年9月12日
特定医療法人 好文会
理事長 門倉 由幸

グループ

特定医療法人 好文会

機能強化型 在宅療養支援病院 あねとす病院
TEL.048-571-5311 FAX.048-572-8800 〒366-0811 埼玉県深谷市人見1975番地

地域連携室

介護療養型老人保健施設 アルメリア

行

TEL.048-574-8777 FAX.048-574-8822

〒366-0811 埼玉県深谷市人見2031番地

介護老人保健施設 あねとす
TEL.048-570-0511 FAX.048-570-0512
キ
リ
ト
リ
線

お客様情報

※必須ではありません。

TEL.048-598-3311 FAX.048-598-3372

□男性

・

□女性

〒366-0051 埼玉県深谷市上柴町東1丁目16番8

短期入所生活介護 ゆかりの家
TEL.048-574-3900 FAX.048-574-6200

性 別

〒366-0811 埼玉県深谷市人見1975番地

あねとすホーム上柴[あねとす生きいきデイサービス上柴]

〒366-0811 埼玉県深谷市人見2051番地1

あねとすデイサービストレーニングセンター
TEL.048-577-3483 FAX.048-577-3725

〒366-0801 埼玉県深谷市上野台3180番地1

あねとす訪問看護ステーション

年 齢

歳

TEL.048-577-4311 FAX.048-577-4334

TEL.048-574-1540 FAX.048-572-0187

<医療･福祉関係の方>
職 種

〒366-0811 埼玉県深谷市人見1975番地

あねとす訪問介護
〒366-0811 埼玉県深谷市人見1975番地

あねとす訪問入浴
TEL.048-573-0096 FAX.048-572-0187

〒366-0811 埼玉県深谷市人見1975番地

あねとす地域ケアセンター深谷
TEL.048-501-5500 FAX.048-501-5533

〒366-0811 埼玉県深谷市人見1975番地

大里広域地域包括支援センター あねとす病院
TEL.048-577-3201 FAX.048-577-3261

〒366-0811 埼玉県深谷市人見1975番地

